
※須賀川市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

平成26年度 第3回 須賀川市 須賀川 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成28年度 3月(2) 須賀川市 須賀川 ㈱アグリフィールド矢吹 ○ 500 100 600
水稲、野

菜

平成26年度 第2回 須賀川市 浜田 岡部　實 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 浜田 阿部　信行 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 浜田 佐藤　政美 ○ 50 50 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 浜田 豊田　実 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 浜田 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 浜田 稲部　誠 ○ 500 500 水稲

平成27年度 第3回 須賀川市 浜田 根本　政美 ○ 50 50 水稲

平成29年度 8月 須賀川市 浜田 有我　康志 ○ 10 10 ﾓﾓ

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 佐藤　清美 ○ 400 400 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 髙橋　純一 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 西牧　孝吉 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 設楽　幸一 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 設樂　辰夫 ○ 500 500
水稲、大

豆

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 ㈱新須賀川農産 ○ 1,000 1,000 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 樽川　敏子 ○ 150 150 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 根本　徳男 ○ 70 70 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 小枝　幸司 ○ 100 100 水稲
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平成26年度 第1回 須賀川市 西袋 関根　勝男 ○ 600 600 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 西袋 佐藤　敦 ○ 20 20 花卉

平成26年度 第3回 須賀川市 西袋 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 西袋 佐浦　孝 ○ 30 30 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 西袋 佐藤　孝一 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 西袋 佐藤　昭治 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 西袋 樽川　良雄 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 西袋 佐浦　勉 ○ 5 5 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 西袋 平塚　弘明 ○ 25 25 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 西袋 渡邉　吉隆 ○ 50 50 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 西袋 鈴木　忠夫 ○ 150 150 300
水稲、野

菜

平成27年度 第3回 須賀川市 西袋 星野　光男 ○ 500 500 水稲

平成27年度 第4回 須賀川市 西袋 柳沼　正寿 ○ 200 200 水稲

平成29年度 12月 須賀川市 西袋 渡辺　吉男 ○ 200 200 水稲

平成29年度 1月 須賀川市 西袋 鈴木　俊一 ○ 127 127
水稲、蔬

菜

平成29年度 1月 須賀川市 西袋 鈴木　忠 ○ 13 13 ｷｭｳﾘ

平成29年度 3月(1) 須賀川市 西袋 小抜農匠㈱ ○ 500 500 水稲

平成30年度 4月 須賀川市 西袋 桑原　翔太朗 ○ 100 100
ｵｸﾗ、ﾄﾏ

ﾄ、ﾅｽ等野
菜

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 伊藤　公 ○ 200 200 水稲
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平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 佐藤　一郎 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 佐藤　啓治 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 佐藤　亨 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 須田　浩明 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 樽川　國雄 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 和田　賢正 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 和田　照一 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 和田　信康 ○ 200 200 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 西袋 和田　博文 ○ 200 200 水稲

平成30年度 3月 須賀川市 西袋 ㈱田善あぐり ○ 500 500 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 稲田 ㈱新須賀川農産 ○ 1,000 1,000 大豆

平成26年度 第3回 須賀川市 稲田 大河原　一英 ○ 600 600 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 稲田 古川　和行 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 稲田 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 稲田 廣田　克彦 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 稲田 ㈱ジェイラップ ○ 3,000 3,000 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 小抜　裕道 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 小抜　正雄 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 車田　廣志 ○ 100 100 水稲
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平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 後藤　誠一 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 小針　清美 ○ 150 150 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 小針　暢芳 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 関口　明夫 ○ 70 70 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 星野　栄喜 ○ 50 50 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 星野　一彦 ○ 30 30 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 星野　光明 ○ 70 70 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 水野　栄一 ○ 50 50 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 水野　一徳 ○ 210 210 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 水野　隆夫 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 稲田 渡辺　良勝 ○ 200 200 水稲

平成29年度 5月 須賀川市 稲田 内山　正勝 ○ 500 500 水稲

平成29年度 3月(1) 須賀川市 稲田 小抜農匠㈱ ○ 1,000 100 1,100
水稲、蔬

菜

平成30年度 1月 須賀川市 稲田 関根　令子 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 小塩江 溝井　和一 ○ 200 200 飼料作物

平成26年度 第3回 須賀川市 小塩江 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成29年度 6月 須賀川市 小塩江 ㈱希望ファーム ○ 650 650 ﾚﾀｽ

平成29年度 11月 須賀川市 小塩江 熊谷　健一 ○ 10 10 そ菜

平成29年度 3月(2) 須賀川市 小塩江 橋本　光雄 ○ 90 90 水稲
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平成30年度 7月 須賀川市 小塩江 水野　正一 ○ 51 51 果樹

平成26年度 第1回 須賀川市 仁井田 髙橋　純一 ○ 2,000 2,000 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 仁井田 影山　一郎 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 仁井田 森合　重義 ○ 2,000 2,000 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 仁井田 岡部　俊男 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 仁井田 佐藤　敦 ○ 20 20 花卉

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 岡部　勝男 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 大槻　忠洋 ○ 180 180 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 鈴木　幸作 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 添田　寿和 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 小山　伸正 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 島木　登 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 根本　勇 ○ 400 400 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 根本　浩安 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 古川　市郎 ○ 170 170 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 古川　雅和 ○ 140 140 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 森合　清典 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 矢内　英夫 ○ 80 80 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 仁井田 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲
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平成26年度 第4回 須賀川市 仁井田 岡部　健次 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 仁井田 兼子　幸男 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 仁井田 菊地　一郎 ○ 50 50 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 仁井田 根本　司 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 仁井田 根本　昌美 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 仁井田 矢吹　直也 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 仁井田 渡辺　勉 ○ 50 50 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 青木　一男 ○ 80 80 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 遠藤　直樹 ○ ○ 50 50 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 大槻　博 ○ 150 150 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 大竹　一成 ○ 280 60 340
水稲、野

菜

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 岡部　栄 ○ 70 70 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 岡部　一美 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 樫村　仁 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 田中　健一 ○ 50 50 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 根本　栄一 ○ 130 130 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 根本　芳一 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 藤田　正勝 ○ 50 50 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 仁井田 増子　敏男 ○ 450 450 水稲
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平成28年度 4月 須賀川市 仁井田 ㈱新須賀川農産 ○ 500 500 水稲

平成30年度 6月(3) 須賀川市 仁井田 森　文男 ○ 2,000 2,000 水稲

平成30年度 8月(1) 須賀川市 仁井田 瀧口　明宏 ○ 250 250 水稲

平成30年度 10月 須賀川市 仁井田 斎藤　敏夫 ○ 390 390 水稲

平成30年度 1月 須賀川市 仁井田 宗方　一美 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 五十嵐　千代広 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 大槻　一弥 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 影山　粂一 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 影山　孝 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 影山　勝 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 鈴木　裕治 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 樽川　榮一 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 藤田　浩司 ○ 300 300 水稲

平成30年度 2月 須賀川市 仁井田 増子　晃 ○ 450 450 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 川東 溝井　和一 ○ 200 200 400
飼料作

物、WCS

平成26年度 第2回 須賀川市 川東 岡部　實 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 川東 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 川東 佐藤　浩美 ○ 200 200 水稲

平成29年度 3月(2) 須賀川市 川東 橋本　光雄 ○ 50 50 水稲
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平成26年度 第1回 須賀川市 大森田 溝井　和一 ○ 200 200 飼料作物

平成26年度 第3回 須賀川市 大森田 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 長沼 柏村　裕介 ○ 450 450 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 長沼 栁沼　秀康 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 長沼 加藤　博孝 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 長沼 和田　光一 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 長沼 ㈱ファーミングハート ○ 5,000 5,000 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 長沼 佐藤　三男吉 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 長沼 柴田　一郎 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 長沼 橋本　貞勝 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 長沼 名城　昇 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第3回 須賀川市 長沼 小林　元 ○ 100 100 水稲

平成29年度 2月(2) 須賀川市 長沼 半澤　則男 ○ 100 100 そ菜

平成29年度 2月(2) 須賀川市 長沼 ㈲リープエクセル ○ 500 500 水稲

平成30年度 5月(2) 須賀川市 長沼 ㈲西部農場 ○ 400 400 水稲

平成30年度 3月 須賀川市 長沼 保志　保男 ○ 150 150 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市
白方

（旧長沼町）
㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市
白方

（旧長沼町）
松川　美智夫 ○ 500 500 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市
白方

（旧長沼町）
名城　昇 ○ 200 200 水稲



※須賀川市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

年度
回数又は
募集月

公募の区域

氏名又は名称
田 畑 その他 合計

区域内・外等の農業者区分

新規
参入

作物名

借受希望者の応募状況〔須賀川市〕
最終更新：令和4年8月公表分まで

市町村名 区域名 区域内 区域外

借受希望地の地目及び面積(a)

平成29年度 5月 須賀川市
白方

（旧長沼町）
安田　和彦 ○ 250 250 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 桙衝 服部　弥 ○ 60 60 飼料作物

平成26年度 第1回 須賀川市 桙衝 安藤　俊弥 ○ 1,000 1,000 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 桙衝 齋藤　弘行 ○ 60 60 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 桙衝 森藤　栄一 ○ 22 22 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 桙衝 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 桙衝 大河原　初夫 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 桙衝 服部　和人 ○ 600 600 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 桙衝 ㈱ファーミングハート ○ 5,000 5,000 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 桙衝 廣田　克彦 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 桙衝 名城　昇 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 桙衝 森藤　菜津美 ○ 100 100 野菜

平成28年度 12月 須賀川市 桙衝 ㈲えん家 ○ 1,000 1,000 水稲

平成28年度 3月(2) 須賀川市 桙衝 熊田　芳夫 ○ 200 200 水稲

平成28年度 3月(2) 須賀川市 桙衝 横川　良雄 ○ 500 500 水稲

平成29年度 5月 須賀川市 桙衝 内山　正勝 ○ 500 500 水稲

平成29年度 2月(2) 須賀川市 桙衝 もりとう農園合同会社 ○ 1,500 1,500 水稲

平成29年度 3月(1) 須賀川市 桙衝 小抜農匠㈱ ○ 500 500 水稲

平成30年度 3月 須賀川市 桙衝 奥井　地洋 ○ 100 100 蔬菜



※須賀川市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

年度
回数又は
募集月

公募の区域

氏名又は名称
田 畑 その他 合計

区域内・外等の農業者区分

新規
参入

作物名

借受希望者の応募状況〔須賀川市〕
最終更新：令和4年8月公表分まで

市町村名 区域名 区域内 区域外

借受希望地の地目及び面積(a)

平成26年度 第1回 須賀川市 白江 髙橋　純一 ○ 1,000 1,000 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市 白江 ㈱新須賀川農産 ○ 1,000 1,000 大豆

平成26年度 第1回 須賀川市 白江 古川　修一 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市 白江 渡辺　聖一 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 白江 栁沼　秀康 ○ 300 300 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 白江 ㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市 白江 本田　博行 ○ 500 2 502
水稲、蔬

菜

平成26年度 第3回 須賀川市 白江 豊田　実 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市 白江 廣田　克彦 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 白江 古川　武弘 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 白江 本田　勝彦 ○ 500 500 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 白江 本田　努 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 白江 道山　勇 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 白江 道山　信雄 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 白江 道山　保雄 ○ 200 200 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市 白江 相楽　弘幸 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第3回 須賀川市 白江 星野　光男 ○ 1,000 9 1,009
水稲、蔬

菜

平成28年度 4月 須賀川市 白江 小針　武夫 ○ 400 400 水稲

平成28年度 4月 須賀川市 白江 村上　光宏 ○ 200 200 水稲



※須賀川市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。
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区域内・外等の農業者区分
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市町村名 区域名 区域内 区域外

借受希望地の地目及び面積(a)

平成28年度 9月 須賀川市 白江 村上　功一 ○ 40 40 水稲

平成28年度 1月 須賀川市 白江 石井　一 ○ 112 112 水稲

平成28年度 1月 須賀川市 白江 相楽　重 ○ 500 500 水稲

平成28年度 1月 須賀川市 白江 安藤　秀夫 ○ 100 100 水稲

平成29年度 3月(1) 須賀川市 白江 小抜農匠㈱ ○ 500 500 水稲

平成29年度 3月(1) 須賀川市 白江 相楽　一郎 ○ 100 100 水稲

平成29年度 3月(1) 須賀川市 白江 相楽　貴行 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
髙橋　純一 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
吉田　行衛 ○ 100 100 水稲

平成26年度 第1回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
五十嵐　誠 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
渡辺　聖一 ○ 600 600 水稲

平成26年度 第2回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
川田　善信 ○ 1,000 1,000 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
安藤　浩規 ○ 200 200 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
松川　美智夫 ○ 500 500 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
藤根　憲吾 ○ 2,000 2,000 水稲

平成26年度 第3回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
㈱安田アグリック ○ 500 500 水稲

平成26年度 第4回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
矢部　邦博 ○ 300 300 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
川田　保秀 ○ 80 80 水稲

平成27年度 第1回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
佐藤　啓治 ○ 90 90 水稲



※須賀川市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。

年度
回数又は
募集月

公募の区域

氏名又は名称
田 畑 その他 合計

区域内・外等の農業者区分

新規
参入

作物名

借受希望者の応募状況〔須賀川市〕
最終更新：令和4年8月公表分まで

市町村名 区域名 区域内 区域外
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平成27年度 第1回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
道山　信雄 ○ 100 100 水稲

平成27年度 第3回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
熊田　孝雄 ○ 500 500 水稲

平成27年度 第3回 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
二瓶　寿 ○ 300 300 水稲

平成28年度 2月 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
國分　泰明 ○ 80 80 水稲

平成29年度 5月 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
坂本　一彦 ○ 300 300 水稲

平成30年度 11月 須賀川市
白方

（旧岩瀬村）
安齊　浩人 ○ 100 100 水稲

令和元年度 5月 須賀川市 市全域 有我　茂男 ○ 100 100 ﾘﾝｺﾞ

令和元年度 5月 須賀川市 市全域 有我　忠男 ○ 100 100 ﾘﾝｺﾞ

令和元年度 5月 須賀川市 市全域 岩崎　雅史 ○ 200 200 蔬菜

令和元年度 9月 須賀川市 市全域 有我　和幸 ○ 34 34 ﾘﾝｺﾞ、ﾓﾓ

令和元年度 9月 須賀川市 市全域 岡部　幸樹 ○ 36 36 ｲﾁｺﾞ

令和元年度 9月 須賀川市 市全域 ㈱豊穣 ○ 41 41 蔬菜

令和元年度 10月 須賀川市 市全域 円谷　正美 ○ 39 39 蔬菜

令和元年度 1月 須賀川市 市全域
農事組合法人

ライスファーム籾山
○ ○ 6,190 6,190 水稲

令和元年度 2月(1) 須賀川市 市全域 江藤　建一 ○ 104 104 水稲

令和元年度 2月(1) 須賀川市 市全域 ㈱中央農産 ○ ○ 4,000 4,000 水稲

令和元年度 3月 須賀川市 市全域 ㈱アグリ松月堂 ○ ○ 101 101 水稲

令和元年度 3月 須賀川市 市全域 ㈱FACT ○ ○ 2,000 500 2,500
水稲、野

菜

令和２年度 4月 須賀川市 市全域 小山　慶倫 ○ 100 100 水稲



※須賀川市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。
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令和２年度 4月 須賀川市 市全域 小針　浩孝 ○ 100 100 水稲

令和２年度 4月 須賀川市 市全域 横山　浩 ○ 100 100 水稲

令和２年度 6月 須賀川市 市全域 粟野　一栄 ○ 47 47 蔬菜

令和２年度 6月 須賀川市 市全域 小林　弘一 ○ 7 7 蔬菜

令和２年度 12月 須賀川市 市全域
㈱ドリームファーム

すかがわ岩瀬
○ 2,000 30 2,030

水稲、野
菜

令和２年度 1月 須賀川市 市全域 味戸　一浩 ○ ○ 100 100 200
水稲、蔬

菜

令和２年度 1月 須賀川市 市全域 加藤　和記 ○ 100 100 水稲

令和２年度 1月 須賀川市 市全域 ㈲マルサン ○ ○ 100 50 150
水稲、蔬

菜

令和２年度 2月 須賀川市 市全域 大槻　力 ○ 50 50 水稲

令和２年度 3月 須賀川市 市全域 吴　瓊 ○ ○ 50 50 蔬菜

令和２年度 3月 須賀川市 市全域 大河原　一雄 ○ 1,000 1,000 水稲

令和２年度 3月 須賀川市 市全域 佐藤　秀和 ○ ○ 100 100 水稲

令和２年度 3月 須賀川市 市全域 吉田　祐大 ○ ○ 50 50 蔬菜

令和２年度 3月 須賀川市 市全域 吉成　正彦 ○ 200 200 水稲

令和３年度 4月 須賀川市 市全域 永山　実 ○ 100 100 水稲

令和３年度 4月 須賀川市 市全域 渡辺　浩一 ○ 500 500 水稲

令和３年度 7月 須賀川市 市全域 熊田　信行 ○ 100 100 水稲

令和３年度 7月 須賀川市 市全域 水野　一夫 ○ 70 70 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 小林　則雄 ○ 100 100 水稲



※須賀川市の公募区域は令和元年6月24日より市全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は市全域とお読み替えください。
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令和３年度 12月 須賀川市 市全域 安藤　修司 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 安藤　裕章 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 鈴木　清治 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 佐藤　正則 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 安藤　文枝 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 小黒　辰次 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 小林　伸二 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 佐藤　卓也 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 鈴木　豊彦 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 鈴木　光重 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 鈴木　浩信 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 鈴木　昌宏 ○ 100 100 水稲

令和３年度 12月 須賀川市 市全域 松川　正夫 ○ 100 100 水稲

令和３年度 2月 須賀川市 市全域 高坂　和弘 ○ ○ 100 100 蔬菜

令和３年度 2月 須賀川市 市全域 鈴木　徹 ○ ○ 100 100 蔬菜

令和４年度 ７月 須賀川市 市全域 樫村　翔太 〇 100 100 水稲

須賀川市 集計 263 件 96,646 3,889 0 100,535
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